
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 御松茸騒動 朝井　まかて／著 徳間書店 F ｱｻ

プール葬 新井　千裕／著 中央公論新社 F ｱﾗ

乙霧村の七人 伊岡　瞬／著 双葉社 F ｲｵ

オネスティ 石田　衣良／著 集英社 F ｲｼ

Ｋ体掌説 九　星鳴／著 文藝春秋 F ｲﾁ

壊れた自転車でぼくはゆく 市川　拓司／著 朝日新聞出版 F ｲﾁ

逢魔が山 犬飼　六岐／著 光文社 F ｲﾇ

残花繚乱 岡部　えつ／著 双葉社 F ｵｶ

九年前の祈り 小野　正嗣／著 講談社 F ｵﾉ

避難所 垣谷　美雨／著 新潮社 F ｶｷ

少女のための秘密の聖書 鹿島田　真希／著 新潮社 F ｶｼ

ご破算で願いましては 梶　よう子／著 新潮社 F ｶｼﾞ

点をつなぐ 加藤　千恵／〔著〕 角川春樹事務所 F ｶﾄ

トゥルークの海賊　４ 茅田　砂胡／著 中央公論新社 F ｶﾔ 4

天鬼越 北森　鴻／著 新潮社 F ｷﾀ

脱・限界集落株式会社 黒野　伸一／著 小学館 F ｸﾛ

小旋風（つむじかぜ）の夢絃 小島　環／著 講談社 F ｺｼﾞ

いちばん近くて遠い 小手鞠　るい／著 ＰＨＰ研究所 F ｺﾃﾞ

何が困るかって 坂木　司／著 東京創元社 F ｻｶ

インドクリスタル 篠田　節子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾉ

風のベーコンサンド 柴田　よしき／著 文藝春秋 F ｼﾊﾞ

自滅 柴田　よしき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾊﾞ

パノララ 柴崎　友香／著 講談社 F ｼﾊﾞ

キミの名前 朱川　湊人／著 ＰＨＰ研究所 F ｼﾕ

少年探偵 小路　幸也／著 ポプラ社 F ｼﾖ

猫キャンパス荒神 笙野　頼子／著 河出書房新社 F ｼﾖ

旅者の歌　〔２〕 小路　幸也／著 幻冬舎 F ｼﾖ 2

世界で最初の音 白川　道／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾗ

白の皇国物語　１３ 白沢　戌亥／〔著〕 アルファポリス F ｼﾗ 13

起き姫 杉本　章子／著 文藝春秋 F ｽｷﾞ

レッツゴー・ばーさん！ 平　安寿子／著 筑摩書房 F ﾀｲ

愛と人生 滝口　悠生／著 講談社 F ﾀｷ

田舎の刑事の好敵手 滝田　務雄／著 東京創元社 F ﾀｷ

北条早雲　悪人覚醒篇 富樫　倫太郎／著 中央公論新社 F ﾄｶﾞ

死と砂時計 鳥飼　否宇／著 東京創元社 F ﾄﾘ

秘恋 鳥越　碧／著 講談社 F ﾄﾘ

教団Ｘ 中村　文則／著 集英社 F ﾅｶ

暗闇のモンスター なかひら　まい／作・絵 トランスビュー F ﾅｶ

月光のスティグマ 中山　七里／著 新潮社 F ﾅｶ

心臓異色 中島　たい子／著 光文社 F ﾅｶ

スプーと死者の森のおばあちゃん なかひら　まい／作・絵 トランスビュー F ﾅｶ

地下鉄の精霊 なかひら　まい／作・絵 トランスビュー F ﾅｶ



日本の小説 雪炎 馳　星周／著 集英社 F ﾊｾ

影踏み鬼 葉室　麟／著 文藝春秋 F ﾊﾑ

峠しぐれ 葉室　麟／著 双葉社 F ﾊﾑ

あなたは、誰かの大切な人 原田　マハ／著 講談社 F ﾊﾗ

千春の婚礼 平岩　弓枝／著 文藝春秋 F ﾋﾗ

でんでら国 平谷　美樹／著 小学館 F ﾋﾗ

５人のジュンコ 真梨　幸子／著 徳間書店 F ﾏﾘ

福も来た 群　ようこ／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾑﾚ

ゲート　外伝４ 柳内　たくみ／〔著〕 アルファポリス F ﾔﾅ

ジョーカー・ゲーム 柳　広司／著 角川書店 F ﾔﾅ

ラスト・ワルツ 柳　広司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾅ

賢者の愛 山田　詠美／著 中央公論新社 F ﾔﾏ

恋形見 山口　恵以子／著 徳間書店 F ﾔﾏ

翼を持つ少女 山本　弘／〔著〕 東京創元社 F ﾔﾏ

青い翅 吉永　单央／著 双葉社 F ﾖｼ

臣女 吉村　萬壱／著 徳間書店 F ﾖｼ

東京ブラックアウト 若杉　冽／著 講談社 F ﾜｶ

外国の小説 善き女の愛 アリス・マンロー／著 新潮社 933 ﾏﾝ

天国は、ほんとうにある トッド・バーポ／著 青志社 936 ﾊﾞﾎﾟ

禁忌 フェルディナント・フォン・シーラッハ／著 東京創元社 943 ｼﾗ

文庫本 愛は虹の向こうに セシリア・アハーン／著 小学館 B 933 ｱﾊ

トラッシュ アンディ・ムリガン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 933 ﾑﾘ

その女アレックス ピエール・ルメートル／著 文藝春秋 B 953 ﾙﾒ

ＰＳＹＣＨＯ－ＰＡＳＳサイコパス　上 深見　真／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F 1

ＰＳＹＣＨＯ－ＰＡＳＳサイコパス　下 深見　真／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F 2

Ｆ－エフ－　〔１〕 糸森　環／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ 1

チョコリエッタ 大島　真寿美／〔著〕 角川書店 B F ｵｵ

信長の血脈 加藤　廣／著 文藝春秋 B F ｶﾄ

青の調査ファイル 今野　敏／〔著〕 講談社 B F ｺﾝ

赤の調査ファイル 今野　敏／〔著〕 講談社 B F ｺﾝ

ＳＴ化合エピソード０ 今野　敏／〔著〕 講談社 B F ｺﾝ

ＳＴ警視庁科学特捜班エピソード１ 今野　敏／〔著〕 講談社 B F ｺﾝ

ＳＴ警視庁科学特捜班毒物殺人 今野　敏／〔著〕 講談社 B F ｺﾝ

黄の調査ファイル 今野　敏／〔著〕 講談社 B F ｺﾝ

黒の調査ファイル 今野　敏／〔著〕 講談社 B F ｺﾝ

フォー・ディア・ライフ 柴田　よしき／〔著〕 講談社 B F ｼﾊﾞ

君に届け　１４ 椎名　軽穂／原作 集英社 B F ｼﾓ 14

仮面病棟 知念　実希人／著 実業之日本社 B F ﾁﾈ

シンデレラ伯爵家の靴箱館　〔１〕 仲村　つばき／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｶ 1

バンクーバーの朝日 西山　繭子／著 マガジンハウス B F ﾆｼ

摂氏１００℃の微熱 野咲　あや／著 三交社 B F ﾉｻﾞ

えどさがし 畠中　恵／著 新潮社 B F ﾊﾀ

銀漢の賦 葉室　麟／著 文藝春秋 B F ﾊﾑ

真夜中の五分前　ｓｉｄｅ‐Ａ 本多　孝好／著 新潮社 B F ﾎﾝ 1

真夜中の五分前　ｓｉｄｅ‐Ｂ 本多　孝好／著 新潮社 B F ﾎﾝ 2

封鬼花伝　〔２〕 三川　みり／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 2

封鬼花伝　〔３〕 三川　みり／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 3

封鬼花伝　〔４〕 三川　みり／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 4

総合 図書館員のためのＰＲ実践講座 仁上　幸治／著 樹村房 013



総合 本は友だち 池内　紀／〔著〕 みすず書房 019

哲学 マッハとニーチェ 木田　元／〔著〕 講談社 B 134 ﾏﾂ

光と影の法則 心屋　仁之助／著 経済界 146

読むだけで「見えない世界」とつながる本 Ｋ／著 サンマーク出版 147

神さまとのおしゃべり さとう　みつろう／著 ワニブックス 159

歴史 岩波講座日本歴史　第１７巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0 17

安政の大獄 松岡　英夫／著 中央公論新社 B 210.5

古地図が語る大災害 本渡　章／著 創元社 216

そうだったのか！朝鮮半島 池上　彰／著 ホーム社 221

東芝の祖からくり儀右衛門 林　洋海／著 現代書館 289 ﾀﾅ

絶対に行けない世界の非公開区域９９ ダニエル・スミス／著 日経ナショナルジオグラフィック社 290

社会科学 新・戦争論 池上　彰／著 文藝春秋 304

頑固な羊の動かし方 ケヴィン・レーマン／著 草思社 336

磯野家の相続税 長谷川　裕雅／著 すばる舎 345
人間関係や仕事、恋にも有効！マンガで学ぶ心屋仁之助の「非常識」でコミュニケーションはラクになる 心屋　仁之助／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 361

自然科学 うんこがへんないきもの 早川　いくを／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 480

ぼくは物覚えが悪い スザンヌ・コーキン／著 早川書房 491

血圧を下げる特効法１０１ 渡辺　尚彦／監修 主婦と生活社 493

血液サラサラ特効法１０１ 浅野　次義／監修 主婦と生活社 493

精神科のヒミツ 藤本　修／著 中央公論新社 493

認知症の介護に役立つハンドセラピー 鈴木　みずえ／監修 池田書店 493

技術 よそおい手帖 西村　玲子／著 毎日新聞社 589

いざという時も困らない！マネー大百科 宝島社 591

たった１分でお腹が凹む「やせる姿勢」のつくり方 花岡　正敬／著 永岡書店 595

もうひとつの旬を楽しむレシピ 岡田　比呂実／著 ＮＨＫ出版 596

産業 写真ですぐわかる安心・安全植物の病害虫症状と防ぎ方 高橋　孝文／監修 西東社 623

自然菜園で野菜づくり 竹内　孝功／著 家の光協会 626

芸術 日本美術全集　４ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 4

お気に入りのはぎれで作る布絵手紙 きくち　いま／著 河出書房新社 726

ヒグチユウコ作品集 ヒグチ　ユウコ／著 グラフィック社 726

ふたりのねこ ヒグチ　ユウコ／著 祥伝社 726

奇皇后　第１巻 アミューズメント出版部／編 講談社 778 1

花燃ゆ　前編 ＮＨＫ出版 778 1

奇皇后　第２巻 アミューズメント出版部／編 講談社 778 2

プロ野球Ｂ級ニュース事件簿　２０１４ 日刊スポーツ出版社 783 14

文学 日本の作家　名表現辞典 中村　明／著 岩波書店 R 910

それでも前へ進む 伊集院　静／著 講談社 914 ｲｼﾞ

谷崎潤一郎の恋文 谷崎　潤一郎／〔著〕 中央公論新社 915 ﾀﾆ

全盲の僕が弁護士になった理由（ワケ） 大胡田　誠／〔著〕 日経ＢＰ社 916 ｵｵ

日本文学全集　２３ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 23

児童書（読物） おこりんぼオバケ５つのお話 日本児童文学者協会／編 文溪堂 F

ほねほねザウルス　１３ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F 13

死神うどんカフェ１号店　３杯目 石川　宏千花／〔著〕 講談社 F ｲｼ 3

ぶたのぶたじろうさん　１２ 内田　麟太郎／文 クレヨンハウス F ｳﾁ 12

おばけのソッチ、おねえちゃんになりたい！ 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

いえのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

いつでもしろくま 斉藤　洋／作 小峰書店 F ｻｲ

コアラタクシー 斉藤　洋／作 理論社 F ｻｲ

シロガラス　１ 佐藤　多佳子／著 偕成社 F ｻﾄ 1



児童書（読物） シロガラス　２ 佐藤　多佳子／著 偕成社 F ｻﾄ 2

シロガラス　３ 佐藤　多佳子／著 偕成社 F ｻﾄ 3

ルゥルゥおはなしして たかどの　ほうこ／作・絵 岩波書店 F ﾀｶ

てぶくろのふたご 二宮　由紀子／さく 理論社 F ﾆﾉ

かいけつゾロリのクイズ王 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

あやしいジュース 堀口　順子／作 岩崎書店 F ﾎﾘ

きえたじょろうぐものひみつ 正岡　慧子／作 岩崎書店 F ﾏｻ

キャベたまたんていきょうふのおばけやしき 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ

ないしょにかんぱい！ 宮川　ひろ／作 童心社 F ﾐﾔ

おかしのいえのおばけパーティー むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

ねこ探！ 村上　しいこ／作 ポプラ社 F ﾑﾗ

ハッピー☆おばけうらない！ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

砂漠のナイチンゲール メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

グレッグのダメ日記　とんでもないよ ジェフ・キニー／作 ポプラ社 933 ｷﾆ

ねむいねむいじけん マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

消えた犬と野原の魔法 フィリパ・ピアス／作 徳間書店 933 ﾋﾟｱ

チェラブ　Ｍｉｓｓｉｏｎ１０ ロバート・マカモア／作 ほるぷ出版 933 ﾏｶ 10

カエルになったお姫さま アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作 徳間書店 949 ｼﾕ

児童書（知識） 植物世界のサバイバル　２ スウィートファクトリー／文 朝日新聞出版 470 2

擬態のふしぎ図鑑 海野　和男／監修 ＰＨＰ研究所 486

ヤンバルクイナ 江口　欣照／写真と文 小学館 488

女の子のためのハンドメイドアクセサリーＢＯＯＫ 主婦と生活社 594

農家になろう　６ 農文協／編 農山漁村文化協会 610 6

夏のルール ショーン・タン／著 河出書房新社 726

試合で勝てる！小学生の卓球上達のコツ５０ 原田　隆雅／監修 メイツ出版 783

絵本 うみの１００かいだてのいえ いわい　としお／〔作〕 偕成社 E 76

開運えほん かんべ　あやこ／作 あかね書房 E ｱｶ

かっぱぬま 武田　美穂／作 あすなろ書房 E ｱｽ

１２にんのいちにち 杉田　比呂美／作 あすなろ書房 E ｱｽ

ひゃくおくまんのサンタクロース もたい　ひろこ／ぶん アノニマ・スタジオ E ｱﾉ

いきものとこや 塚本　やすし／さく アリス館 E ｱﾘ

さわらせて みやまつ　ともみ／さく アリス館 E ｱﾘ

ちいさなみっつのクリスマス かめおか　あきこ／作 いのちのことば社フォレストブックス E ｲﾉ

エスカレーターいかがですかレーター 丸山　誠司／作 絵本館 E ｴﾎ

どっちもね おおなり　修司／ことば 絵本館 E ｴﾎ

まいごのきたかぜ ちば　みなこ／〔作〕 偕成社 E ｶｲ

おもちのおふろ 苅田　澄子／作 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

ふゆってどんなところなの？ 工藤　ノリコ／作・絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

とりのうた すえのぶ　ひろこ／文 教育画劇 E ｷﾖ

もうすぐもうすぐ 岡田　千晶／著 教育画劇 E ｷﾖ

ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ／作 くもん出版 E ｸﾓ

ねむれない羊のほん 阿田　麻里／著 クリエイティブメディア出版 E ｸﾘ

ジャーニー アーロン・ベッカー／作 講談社 E ｺｳ

たまごからうまれた女の子 谷　真介／文 佼成出版社 E ｺｳ

ねこどんなかお 村上　しいこ／文 講談社 E ｺｳ

びっくりこたつ 新井　洋行／作 講談社 E ｺｳ

クレヨンしりとり 高氏　雅昭／作・絵 梧桐書院 E ｺﾞﾄ

こぐまのはっぱ ほんま　まゆみ／さく 小峰書店 E ｺﾐ

みずくみに 飯野　和好／絵と文 小峰書店 E ｺﾐ



絵本 み～んなパンダ 石井　聖岳／作 小学館 E ｼﾖ

だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

みんなでつくっちゃった 長　新太／〔作〕 大日本図書 E ﾀﾞｲ

くまのブウル リダ・フォシェ／文 童話館出版 E ﾄﾞｳ

つられたらたべちゃうぞおばけ 乾　栄里子／さく 童心社 E ﾄﾞｳ

空とぶペーター フィリップ・ヴェヒター／作絵 徳間書店 E ﾄｸ

ひとりでおとまりしたよるに フィリパ・ピアス／文 徳間書店 E ﾄｸ

なぜイヌの鼻はぬれているの？ ケネス・スティーブン／文 西村書店 E ﾆｼ

ヨハンナの電車のたび カトリーン・シェーラー／作 西村書店 E ﾆｼ

あずきまる 早川　純子／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

いもほりきょうだいホーリーとホーレ 石井　聖岳／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

うしおくんとはすひめちゃん 伊藤　秀男／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

おいしいみず 片山　健／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

おたねさん 竹内　通雅／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

ぐるうんぐるん 山福　朱実／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

そらのおっぱい スズキ　コージ／さく 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

てまえみそのうた 小倉　ヒラク／作 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

ぬ～くぬく 飯野　和好／さく 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

ひょろのっぽくん かとう　まふみ／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

ビッグパーン！ 中谷　靖彦／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

ほなまた こしだ　ミカ／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

ぼくのひよこ 高部　晴市／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

よりみちせんべい 山崎　克己／さく・え 農山漁村文化協会 E ﾉｳ

こうさぎと４ほんのマフラー わたり　むつこ／作 のら書店 E ﾉﾗ

エステバンとカブトムシ ホルヘ・ルハン／文 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

おみくじ きた　あいり／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

十二支のどうぶつ小噺 川端　誠／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

どうするジョージ！ クリス・ホートン／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

はるまちくまさん ケビン・ヘンクス／さく ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ながいでしょりっぱでしょ サトシン／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

たんぽぽのおくりもの 片山　令子／作 ひかりのくに E ﾋｶ

たくさんのたくさんのたくさんのひつじ のはな　はるか／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

ぶたさんちのひなまつり 板橋　敦子／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

ゆうかんなヒツジかい デビ・グリオリ／さく 評論社 E ﾋﾖ

フワフワさんはけいとやさん 樋勝　朊巳／文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

ながぐつをかいに 星野　イクミ／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

ねこざかなとイッカクくん わたなべ　ゆういち／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

とうめいのサイ くすはら　順子／〔作〕 文研出版 E ﾌﾞﾝ

のって、のって！ 森中　和美／さく・え 文芸社 E ﾌﾞﾝ

のはらでまたね はせがわ　さとみ／作 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

はるをさがしに 亀岡　亜希子／作・絵 文渓堂 E ﾌﾞﾝ

どんぐりちゃん アン　ドヒョン／文 星の環会 E ﾎｼ

はるにあえたよ 原　京子／文 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ほうれんそうはないています 鎌田　實／文 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト／文 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

どんぐり エドワード・ギブス／作 光村教育図書 E ﾐﾂ

ねむるまえにクマは フィリップ・Ｃ．ステッド／文 光村教育図書 E ﾐﾂ


